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──医療被曝の問題に取り組まれていた
そうですね。

●放医研にいたときは放射線ではなくガ
ンの研究をしていました。で高木学校に
入ってから放射線のことをやりだして、
日本は医療被曝が世界でも一番多くて、
年間約１万人が医療被曝によってガンに
なっているということが７年前から警告
されていましたが、厚生労働省には医療
被曝を扱うところが無いんです。それで
これはいけないということで、『市民版医
療被ばく記録手帳』というのをつくって、
医療被曝をなるたけ少なくしようという
運動をやり出しました。また『受ける?
受けない? エックス線 ＣＴ検査』という
冊子をつくり、毎年、医療被曝に関する
市民講座をやってるうちに、今回の原発
事故が起きてしまいました。
それで、医療被曝によっても、原発の

放射線でも、線量が同じなら体に影響を
与えるメカニズムは同じということで、
今まで７年にわたって積み重ねて来たも
のをみなさんにお話することができたわ
けです。
放射線には安全量はないというのが国

際的に認められていることなんです。今
回、「ただちに健康に影響はない」という
ことが繰り返しTVでも言われてきました
けれど、それはいっぺんに大量の放射線
を浴びた場合に出る急性障害のことを言
ってると思うんです。けれど放射線の教
科書を見ると、放射線には身体的影響と
して急性障害と晩発障害があると必ず書
かれています。晩発障害というのは数年
後とか 数十年後にガンができたりするこ
となんですが、そのことを一切言わない
で 「安心、安全」と言ってるのは、それ
も放射線科の先生がそうおっしゃるとい
うのはすごいおかしいと思います。
原子力安全委員会というのは、だいた

い原子力の利用を推進してきた団体です。
それから文部科学省もそうですし、原子
力安全保安院もそうでしょ。彼らは原子
力は安心、安全で値段も安いから進めま

しょうといってきた人たちですけど、こん
なことになってしまって明らかに失敗した
わけですよね。そしたら本当は彼らは責任
をとってやめて、ほかの人たちがこれから
の対策を考えてやるべきじゃないですか。
それなのに彼らはまだいるわけです。これ
を引き起こした人たちがまだ采配をふるっ
ていて、安心です安全です、100ミリシー
ベルトまでは我慢しなさいと言ってる。こ
んな構図っておかしいと思いませんか。福
島の人たちが文科省や厚労省の人たちと交
渉したときに、親御さんたちの切羽詰まっ
た気持ちを彼らは理解しようとしないんで
す。言葉が通じてない感じでした。ですか
ら新しい責任ある人たちが原因を追及する
機関をつくって、そういう人たちがこれか
らどういうふうにするべきか考えた方がい
いと思いますね。

──特に３月ころにＴＶでよく言ってたの
は、この程度の放射線ならレントゲンやＣ
Ｔ検査程度だから安心ですみたいなことで
したが、レントゲンやＣＴも相当危ないわ
けですね。

●それはそうです。ただ、医療被曝といっ
しょにしてもらっては困るんです。 日本
は医療被曝はほんとに多くて問題なんです
が、検査に行くのは病気の人だし、その原
因がわかって治療方針が決まるとか、そう
いうことがあれば患者にとってはメリット
だから、デメリットよりメリットが多いと
いうことを考えてお医者さんはオーダーを
出すわけです。だからそういうものと一緒
にしてもらっては困るということを私は言
いたいんです。原発から出る放射線は区別
なく誰でも、赤ちゃんから妊婦さんから胎
児からおじいさんおばあさんまで，誰彼な
しにみんな被ばくさせられるわけですから
ね。それに原発事故で被ばくさせられてメ
リットありますか？ タバコともよく比較
しますけど、タバコは止めようと思えば止
められるわけですし、リスクがあるとわか
っても、それでもいいって思って吸う人も
いるわけですよ。ですからそんなものは比

較にならないことで、比較するのがおか
しいんですよ。

──それと似てることですが、ラドン温
泉が低線量だと体にいいという説も あり
ますね。

●ホルミシスですね。それはぜんぜん科
学的な根拠がないんですよ。いっさいあ
りません。ホルミシスはもう科学的に認
められてないです。

──そういった温泉に行くと効果効能が
書いてあることがありますけど‥。

●ラドン温泉ていうんでしょ。まあガン
になるチャンスが増えるだけですよ。

──それをありがたがってお金を払って
行ってれば世話ないですね。
ところで、放射線の基準値が今までのも
のと比べてどんどん上げられていますね。
子どもが20ミリだというのは大問題にな
ってましたし、食品の基準値も以前より
もかなりあげられました。それで大丈夫
なのかと心配な人も多いと思うんですが。

●大丈夫じゃないに決まってますよ。
放射線に安全量はないんですから。基準
値を上げるっていうのは、そこまで我慢
しなさいということですよね。食べ物が
どんどん汚れていけば，基準値は上がっ
ていきます。食べるものが無くなるから
しょうがないわけです。そして基準値を
上げなければ補償がたいへんでしょ。上
げれば通っちゃうわけですから、補償し
なくていいじゃないですか。野菜だけじ
ゃなくて、これからは海産物がたいへん
になってくると思いますけど。あれだけ
海を汚したわけですから。また汚染水が
あふれ出すんじゃないでしょうか。もう、
信じられないですよね。政治家は何考え
てるんだろうと思うんですけど、不信任
案だとかあんなバカなことしないで、全
力をあげて原発の事故を何とかするよう
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定期点検に入った原発はもう絶対再稼働
させないっていうくらいの意気込みで
市民がやらないとだめですよ。
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にしてもらいたいですね

──政治がまためちゃくちゃですからね。

●日本はどうなっちゃうんですかね。

──長崎大学の山下という人がいますよ
ね。いま福島県の放射線健康リスクアド
バイザーになったそうですけど、100ミ
リシーベルトまでは大丈夫だとか言って、
あちこちで話をしてるようですが、なん
でそんなことを言ってるのか理解できな
いんですが。

●そうですね。わけがわかりませんね。
ご自分でチェルノブイリに何回も調査に
いらしてるんですよ。それでチェルノブ
イリの汚染した地域の子ども達がどのく
らい内部被ばくしてるかとか調べてるん
です。そして土地の汚染度と体の汚染度
が正比例するということを、ちゃんと論
文に書いているんです。それでいて「国
が決めことだから20ミリシーベルトまで
は我慢するのが国民の義務だ」なんてど
うして言えるのかなって私は思います。
広島・長崎の疫学調査がありますけど、
あれの延長というか同じ手法で福島県の
人のこれからを調べようとしているので
はないでしょうか。チェルノブイリの結
果を知っていて、福島でそれを生かさな
かった。生かさないというよりも、むし
ろ握りつぶしているっていうかんじです
よね。

──でもそういうチェルノブイリにも行
ったような専門の学者が来て安心ですと
話すと、みんな信用してしまうんでしょ
うね。

●ですから一時はすごく落ち着いてしま
ったのでしょ。でもそのあとみんな騒ぎ
出しているから、福島の人たちは疑心暗
鬼なんじゃないですか。低線量でもリス
クはあるという情報も廻ってますから。
引き裂かれてるという感じじゃないでし
ょうか。福島でなくて他の所でも一般の
人はそうなんじゃないでしょうか。どっ
ちが本当なんだろうっ て。

──特にさいしょのうち、TVに出るほと
んどの学者が安全だ安全だといってきま
したよね。それが最近風向きが変わって
きたようですが。

●そうです。私なんかもTVに引っぱり出
されたということはそうですが、でも 最
近また落ち着いてしまいましたから、ど
うなるかわからないですね、これから。
原発はまだどうなるのか誰にもわかりま
せんし、何しろ１号機から４号機までに
は851トンもの使用済み燃料があるので
すから。それをただひたすらに冷やして
いるだけなのですから。ですから市民が

ます」っておっしゃっていました。10年
で止めるといったら、もう20年も30年も
止まらない可能性があります。即止める
といってもなかなか止まらないかもしれ
ません。推進側も必死に巻き返していま
すからね。向こうの必死さとこちらの必
死さを比べたら、もしかしたら向こうの
方が強いかもしれませんね。何しろ利権
が絡んでいるようですから。でも、命の
方が大切ではないですか。原発が止まっ
た途端に電気が全部無くなるわけではな
いでしょう？　少し減るだけです。その
分節電とか効率を上げるとかした方が、
全体的には健康な社会になるのではない
でしょうか。

──1988年のころにもチェルノブイリ事
故の影響で反原発ブームが起きましたけ
ど、けっきょく日本では一つの原発も止
まらなかったですからね。

●それからずいぶん増えましたからね。
けっきょく原発を増やしたい欲の方が強
かったということではないですか。

──そういう欲に負けるようだったら日
本はどうしようもないですね。

●私はもうがっかりしてるんです。昨日
は夜眠れなかったです。（笑）

──さいごに、放射能対策で、なにか私
たちにできることはあるでしょうか？

●消費者というよりは行政がちゃんと食
べ物の放射能をはかって数値を出すのが
原則だと思います。規制値以下、規制値
以上というのではなくて、規制値以下と
いっても何ベクレルなのか。規制値自体
が以前と比べてあげられてしまっていま
すから、規制値で安全というわけではな
いです。具体的な数字があれば、これく
らいなら子どもには食べさせないとか、
大人は我慢しようとか、自分で判断する
材料になって、納得して食べるわけです
から。ですからもうこうなった以上は、
消費者ができることは、自分一人で悩ん
でいるのではなくて、社会に対して働き
かけて、どう改善していくかということ
を考えた方がいいのではないでしょうか。
たとえば自分が住んでる各自治体から計
測したり対策を工夫したりという方法を
かためていって。原発の立地県なら点検
で止まった原発はもう稼働させないとか、
そういうふうに一人一人の力を結集して
いくというふうにしないと、もう日本は
希望がないのではないか。そういうふう
に一般の人が立ち上がらないとだめじゃ
ないかなと私は思います。

（電話でのインタビューと、ネットに出て
いた動画のお話をまとめました）

ちゃんとしないと。

──また何かあるんでしょうかね。

●わからないですけどねー。私は菅さん
を支持してるわけでもなんでもないです
けど、菅さんが浜岡を止めたことは一応
評価できるわけですよね。ほかの誰が首
相になっても、みんなあれ以下なんじゃ
ないかって思うんですよ。定期点検に入
った原発はもう絶対再稼働させないって
いうくらいの意気込みで市民がやらない
とだめですよ。
昨日、私、参宮橋のオリンピック青少

年センターであったエネルギーシフトの
会合に行ったら、すごくがっかりしたん
ですけど、脱原発を10年以内にと言って
るんですよ。10年ですよ。即止めろって
言わないんですね。その間にもう一度地
震が起きないって誰が言えるんですか。
もし第２の福島がどこかに起こったら，
日本は終わりですよ。それなのに自然エ

ネルギーの旗手のような人が10年で止め
るって言うんです。ほーんと信じられな
かったですよ。そして誰もそれに対して
反論しなかったのですから。これからの
未来の話をしようというタイトルだった
んですよ。自然エネルギー主流のエネル
ギー政策は可能だ！っていうので、脱原
発をめざす6．4シンポジウムっていうこと
で、12時半から夜の8時すぎまでやった
んです。まあ、呑気ですよ、みんな。危
機感がなさすぎますね。もし、もんじゅ
なんかで配管に断裂なんかが起こったら、
もう大変なことになるわけですからね。
冷却材がナトリウムですから。だからも
う１日も早く，一刻も早く止めろってい
うふうに言わないと、切羽詰まって言わ
ないと、脱原発をめざす人たちがあんな
呑気にのほほんとしてたら、原発なんて
止まるわけないと思いますよ。アメリカ
人でドイツの政策アドバイザーをしてお
られる方が、パネリストとして発言され
ていましたが、「もし福島がドイツで起こ
ったら、もう即、明日から原発は止まり
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